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「今月の海の生きもの」

アカオニガゼ

Astropyga radiata

棘皮動物門ウニ綱ガンガゼ目ガンガゼ科に属するウニ。房総半島以南の熱帯海域（インド洋・西太平洋）
の浅海砂底に棲む。やや扁平な丸い殻を持ち、棘は非常に長い。殻は直径 15cm くらいまでなる。殻頂に
ある肛門部から五放射
の赤い裸状帯を持ち、青
い蛍光色の斑点がある。
美麗だが、棘は細くもろ
いため、触ると容易に折
れて皮膚に刺さり、有毒
で強い痛みを伴うので
注意が必要である。棘の
間には、ゼブラガニやガ
ンガゼエビなどが共生
することが多い。十個体
程度の集団で比較的早
いスピードで砂の上を
移動する。雑食で、海草
や海藻を好んで食べる。
熱帯・亜熱帯の種だが、
近年、温暖化に伴い九州や本州の太平洋岸に分布を広げている。かつて熊本県天草の内湾に大発生し、
それによって湾内のアマモ場が絶滅したことがあった。写真は幼体。
(沖縄県名護市大浦湾の水深 7m にて 西原千尋氏撮影)
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【活動予定】
●5 月 7 日

小坪海岸生き物調査研修会

2020 年オリンピックとの関連で
巨大ホテルの建設が計画されている
逗子の小坪海岸で、砂浜の生きもの
調査を行います。日本自然保護協会
の「砂浜生きもの調べ」とも共催し
ます。
★申し訳ありません。定員に達した
ため、申し込みを締め切りました。

問い合わせ先：
nokubo@tku.ac.jp

(大久保奈弥)；

hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
075-741-6281 (向井)
主催：海の生き物を守る会・日本自
然保護協会
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●南紀白浜で、クラゲの生物学講演会と磯の観察会
海の生き物を守る会では、以下の要領で、講演会および観察会を実施します。
日時：2016 年 5 月 21 日（土）10:00～14:00
場所：和歌山県白浜町瀬戸臨海実験所実習室 および 実験所の北浜海岸
講演：「クラゲ類の性と繁殖」 久保田信（京都大学准教授）
用意するもの：長靴もしくは濡れても良い靴、軍手、お弁当、飲み物
＊雨でも講演会は実施します。観察会は少雨実施。
参加費：無料
定員：講演会は定員 40 名、観察会は 20 名程度
申し込み締め切り：5 月 19 日（講演会は申し込み不要、観察会の申し込みは先着順）
★申し込み先：海の生き物を守る会事務局（向井：hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp ）

●今年もアカテガニの放仔観察会を実施します
海の生き物を守る会では、上関の自然を守る会と共催で、今年も以下のようにアカテガニの
放仔の観察会を行います。
日時：7 月 30 日（土）-31 日（日）
場所：山口県上関町長島田ノ浦
プログラム
7 月 30 日（土）
正午 上関町室津（予定）集合
午後 田ノ浦で海水浴と磯の観察会
7 月 31 日（日）

●ハマトビムシの図鑑

夜
午前

アカテガニの放仔観察会
解散

販売中

海の生き物を守る会では、砂浜海岸生物調査を一般
の人々に呼びかけていますが、このたび「砂浜フィ
ールド図鑑」を刊行しました。まず、そのシリーズ
の（１）として、どの浜辺にも必ず見かけるハマト
ビムシ類の図鑑を刊行しました。A5 判 14 ページ。

1 冊 100 円で頒布しています。会員には 1 冊に限り
無料でお送りします。ただし、送料を負担していた
だきます。
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【活動報告】

表浜海岸研修会
2016 年 4 月 9 日（土）に、
日本でも有数の砂浜海岸を
持つ愛知県知多半島の表浜
海岸で、砂浜のいきもの調
査研修会を行いました。当
日は快晴に恵まれて、予定
の 14 人のはずが、当日参加
者が増え、スタッフを加え
て 30 名が参加。初夏を思わせる日差しとどこまでも続く表浜の砂浜に打ち寄せる波を見な
がら、小学生 4 人を含む全員で砂浜海岸生物調査を行いました。調査の後は海岸でおしゃべ
りしながらお弁当を食べ、コンクリートブロックを撤去して自然海岸再生を試みている砂浜
の説明を聞きました。その後、表浜まるごと博物館に帰り、同定作業と調査票を完成。漂着
物学会の林さんから 2012 年に表浜に漂着ラッシュが起こったことの報告を聞かせていただ
きました。この研修会は、海の生き物を守る会・表浜ネットワーク・日本自然保護協会の 3
団体の共催として行われました。

参加者で記念撮影
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2．ウミガメ 切手コレクション （8）

立川賢一
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【東北】
●海水浴場復活に人工の砂浜再生へ
岩手県では、東日本大震災で被災した海水浴場を復活させて観光客の回復を目指すために、砂浜
を人工的に再生させる取り組みを進めている。山田町の浦の浜は、来年夏の海開きを目指して工事
を開始、陸前高田市の高田の松原の浜は、今年 7 月に試験的な砂の投入を開始し、来年度本格的な
工事に着手、2 年後の完成を目指している。釜石市の根浜海岸は工事のための調査を今年中に開始
することとしている。調査では色付きの砂を海岸に投入し、波と砂の動きを確認する。これらの砂
浜の人工再生事業には、復興交付金を利用する。高田の松原の浜の人工再生には 39 億 7 千万円を
予定している。山田町浦の浜の人工再生には約 3 億円を予定し、250m の砂浜復活を目指すが、費
用によっては縮小も視野に入れている。一方、大槌町の吉里吉里（きりきり）の浪板海岸は、復興
交付金の使用が認められず、計画は未定である。
これら津波と地震による地盤沈下で失われた砂浜は、その後の三陸海岸の地盤上昇と砂の自然供
給で少しずつ復活しつつあるが、多くの砂浜は巨大防潮堤の建設により、砂の流入と定着の自然の
砂浜形成過程が妨げられている。これら巨額の復興交付金を使った人工再生事業が、そのような環
境で復活できるかどうかきわめて不安である。砂浜が自然に形成される環境を、そのまま残すこと
こそ砂浜の真の復活に繋がる。

●放射性物質濃度

急激に上昇

フクイチ地下貯水槽

東京電力福島第一原発の 1 号地下貯水槽の水の中の放射性物質濃度が急激に上昇している。東京
電力の発表では、ストロンチウムなどβ線を放出する放射性物質の濃度が 1 リットル当たり 18000
ベクレル(Bq)まで上昇した。上昇の速度は急速で、3 月末から 4 月 7 日までに 100 倍の 9300Bq に
上昇し、8 日に 11000Bq、9 日に 16000Bq と急激に上昇している。東電は外部への流出はないと
しているが、上昇の原因も特定できていない。

【関東】
●150 頭のイルカが砂浜に
茨城県鉾田市の海岸に 150 頭以上のイルカが打ち上げられた。10 日午前 6 時ごろ、鉾田市の海岸
にイルカが約 4km にわたって打ち上げられているのが見つかった。大洗水族館によると、主に「カ
ズハゴンドウ」。毎年、数頭が打ち上げられるが、100 頭を超えるのは、初めてということです。
鉾田市は元気なイルカを鹿島港まで移した後、海上保安庁の船で沖合まで運ぶことにしている。
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【九州】
●法務省訟務局長が漁業者らを脅す

「制裁金全額返せ」

国営諫早干拓事業を巡って判決を受け入れた国が排水門開門調査を実施していないことで、有明
海の環境破壊を訴えて開門を要求する漁業者らと、開門に反対する埋め立て農地に入植した農家で
訴訟合戦が繰り返され、国は開門しなければ漁業者側に、開門したら農家側に制裁金を支払わねば
ならない立場になっている。これも元はといえば農水省の無駄な公共事業に固執し続けてきた行政
の失敗を認めない官僚主義が元凶である。現在、排水門開門に反対する農家側が訴えている開門差
し止め訴訟の第 3 回和解協議が行われた。その中で、国側の法務省訟務局の定塚誠局長が、開門を
求める漁業者らに開門しない前提で和解に応じるよう促した上で、「（国が関連訴訟で勝ったら）
今支払われている制裁金は全額、利息もつけて返還を請求する。びた一文もまけない」と漁業者ら
を脅した。漁業者らは、協議終了後の会見で、「まるで脅しだ」と憤りをぶちまけた。
漁業者側は和解に応じる場合には、開門に代わる有明海の環境改善策を示すよう国に求めたが、
国は改善策を提示しようとせず、ただ漁民側に開門を諦めるよう求めるばかりだ。国は 5 月 23 日
の次回協議で改善策の概要を示すと言っているが、開門に代わる有効な改善策が国にある訳ではな
い。漁民側は有明海改善案と大まかな行程表を示すことを強く要求した。裁判所も次回はかならず
改善案を提示するよう、国に釘を刺した。国は有明海沿岸各県との協議内容をもって改善策とする
とみられるが、開門以外に有効な改善策がないことを国も認めざるを得ないと、漁民側の弁護団は
指摘している。国が提示した改善案を開門派と反対派が検討する時間をおいて、次々回の和解協議
は 6 月 13 日に行われる。長崎地裁の松葉佐隆之裁判長の和解案は、開門しない代わりに国が漁場
環境の改善策を行い、漁業者らに制裁金のほかに解決金を支払うという内容で、開門要求を金で解
決しようと言う内容だ。ここにも司法の国へ従容する姿勢が露わになっている。

【関東】
◆観音崎自然博物館「江奈湾

干潟のカニ観察会」

チゴガニの求愛ダンス、コメツキガニ、ヤマトオサガニなどを観察します。
日程：2016 年 5 月 21 日（土）9:30～ ＊雨天中止
集合場所：京浜急行久里浜線三浦海岸駅改札口
参加費：小人 1900 円、大人 2100 円、観音崎自然博物館賛助会員 800 円
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◆観音崎自然博物館「磯の生物観察会」
平日にゆったりウオッチング。ウミウシ、ウニ、ヒトデ、カニ、ハゼ、海藻などを観察
日程：2016 年 5 月 23 日（月）10:00～ ＊小雨決行
集合場所：観音崎自然博物館（神奈川県横須賀市鴨居 4-1120 TEL/FAX: 046-841-1533）
参加費：小人 1300 円、大人 1700 円

◆小田原

海岸の自然観察

「磯と生物を観察しよう」

日程：2016 年 5 月 7 日（土）8:30~12:00
場所：江之浦海岸（神奈川県小田原市）
集合場所・時間：JR 根府川駅 8:30
＊雨天・高波の場合は中止
定員：50 名
対象： 小田原市立小中学校教員、小学 4 年生から
中学 3 年までの児童・生徒及び保護者
参加費：無料
観察するもの：生きもの、地形、岩石
参加申し込み：所属校を通して教区研究所まで
主催：小田原市教育研究所
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◆海岸生物観察会

（鎌倉・江ノ島）

大潮の日に干潮時に出来る潮だまりで磯の生き物を
観察します。こんな近くの海にも様々な生物が生き
ていることを沢山の方に知っていただきたく、観察
をはじめました。初夏の観察会ではタコやタツノオ
トシゴを発見したり、サメの赤ちゃんや沢山のエビ
やカニ等を観察したりすることができました。海岸
で、まず危険生
物についての知識を習得し、水に入り（深くても膝まで）生物を観
察。出会った生物の名前はその場で図鑑を使って調べます。その楽
しさは、時間を忘れてしまうほどです！ お気楽に御参加ください。

鎌倉編
日程：2016 年 5 月 7 日(土)、6 月 4 日(土)、6 月 18 日(土)、6 月 19 日(日)
場所：鎌倉・材木座海岸"和賀江"
集合："和賀江"前の海岸 9：30

行き方：鎌倉駅東口駅前より、京浜急行バス（鎌 40）「新逗子駅（北口）行き」乗車（乗車時間約 10
分）→「飯島」バス停下車 →徒歩 1～2 分です。鎌倉駅発バス時刻（土・日）7～10 時の間は 05 分、 25
分、45 分と 20 分間隔で出ています。
参加費：100 円
参加年齢：お子様～70 歳位までの方
用意するもの：バケツ、網（金魚用等の小ぶりのもの）、長靴か濡れても良いズック、タオル（小）
※観察の為の採集道具（小さい網、空容器、バケツ等）をご持参下さい。
※服装は、ひざまでまくれるズボンかハーフパンツのような物が良い。
※その他、飲み物、日焼け止め帽子やグッズ類。

江ノ島編
日程：2016 年 5 月 8 日(日)、5 月 21 日(土)、5 月 22 日(日)、6 月 5 日(日)
場所：江ノ島
集合：県営江ノ島駐車場（右奥） 10：00
参加費：100 円
参加年齢：お子様～70 歳位までの方
用意するもの：バケツ、網（金魚用等の小ぶ
りのもの）、長靴か濡れても良いズック靴、
タオル（小）
※服装は、ひざまでまくれるズボンかハーフパンツのような物が良い。
※観察の為の採集道具（小さい網、空容器、バケツ等）をご持参下さい。
※その他、水分補給の飲み物や日焼け止めグッズ(帽子)など。
★申し込み先：NPO パパラギ「海と自然の教室」 受付時間 9：00～19：00（火曜定休）
TEL. 0466-26-6101（聴覚に障害のある方は専用 FAX 0466-26-7540）

【中部】
◆環境学習会「ウミガメ言語を理解する」
表浜海岸における生態系を含めた環境保全活動とその環境を未来に残すための取り組みについてお話し
いただきます。
日程：2016 年 4 月 23 日（土）14:00~16:00
場所：アスト津 3F みえ市民活動ボランティアセンター イベント情報コーナー TEL.059-222-5995
講師：田中雄二さん（NPO 表浜ネットワーク代表）
参加費：無料
主催：ウミガメネットワーク （会長 米川弥寿代）
★申し込み：米川まで（TEL.090-5600-0221, mail:umigamenet@live.jp）
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◆鳥羽

海の博物館

「海辺の海藻観察と海藻おしば（標本）作り」

春の大潮の日に海藻類が生えている磯に出て、お気に入りの海藻を採集して持ち帰ります。それらの海
藻を水洗いし、名前を調べ、標本に仕上げていきます。春の磯には珍しい生きものもいるよ！
日程：2016 年 5 月 8 日（日）11:00~15:00 「海辺の海藻観察と海藻標本作り」
定員：20 名程度（要予約）
参加費：小学生以上 1200 円（入館料込み）
＊低学年の子供は保護者も参加してください。＊未就学の子供は参加できません。
持ち物：濡れても良い靴、帽子、お弁当など。網やバケツはこちらで用意します。
鳥羽の海のことが学べる冊子プレゼント！

◆鳥羽

海の博物館

「干潟の生きもの観察会」

博物館から 10 分ほど歩いた干潟では、イカ・アミメハギ・ヨウジウオ・コメツキガニなど干潟や藻場な
らではの生きものに出会うことができます。
日程：2016 年 5 月 21 日（土）10:30~13:30 「世界一小さいイカをつかまえよう！」
2016 年 7 月 3 日（日） 10:30~13:00 「初夏のアマモ場は生きものがいっぱい」
2016 年 7 月 23 日（土）12:00~15:00 「イカの卵を探そう！」
2016 年 8 月 20 日（土）11:00~14:00 「真夏のアマモ場の生きもの観察会」
定員：20 名程度（要予約）
参加費：小学生以上 1200 円（入館料込み）
＊低学年の子供は保護者も参加してください。＊未就学の子供は参加できません。
持ち物：濡れても良い靴、帽子、お弁当など。網やバケツはこちらで用意します。
鳥羽の海のことが学べる冊子プレゼント！

◆鳥羽

海の博物館

「磯の生きもの観察会」

博物館から 20 分ほど歩くと、岩がごつごつした磯が広がります。潮がひくと生きものいっぱいのタイド
プールがあらわれ、岩のすき間や表面にウミウシ類やヒトデ類など様々な生きものを発見することがで
きます。
日程：2016 年 5 月 22 日（日）11:00~14:00 「海辺でカニを探そう！」
2016 年 8 月 6 日（土） 12:00~15:00 「ウミウシを探そう！」
2016 年 8 月 21 日（日）11:30~14:30 「真夏の磯の生きもの観察会」
定員：20 名程度（要予約）
参加費：小学生以上 1200 円（入館料込み）
＊低学年の子供は保護者も参加してください。＊未就学の子供は参加できません。
持ち物：濡れても良い靴、帽子、お弁当など
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◆山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館

開館記念フォーラム

世界の海を知る「海あそび塾」塾
長 荒俣宏さんと浦富の海を知り
尽くす「かにクン」こと中谷英明
さんが、BE-PAL 編集長 大澤竜
二さんと一緒に、海の魅力を存分
に語ります。
日時：2016 年 5 月 8 日（日）
14:00～（開場 13:30）
場所：岩美町立渚交流館
（鳥取県岩美郡岩美町牧谷）
プログラム「仮題：世界に誇る浦
富の海の生き物とその魅力」
出演：博物学者・作家・
「海あそ
び塾」塾長

荒俣 宏氏

鳥取県政ジオバイザリースタッフ
中谷 英明 氏（かにクン）
小学館 BE-PAL 編集部編集長
大澤 竜二 氏
※入場無料、要申込み
主催：鳥取県
共催：岩美町、NPO 岩美あくて
ぃぶカンパニー
協力：小学館 BE-PAL 編集部 ／後援：山陰海岸ジオパーク推進協議会
★お申し込み方法
ファックス：添付のチラシにある、お申込みフォームにご記入の上、下記申込先までお送りください。
または、メール：タイトルに「開館記念フォーラム」と記載し、氏名、所属、連絡先（電話番号）を下
記メールアドレスまでお知らせください。
鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館 TEL.0857-72-8987 FAX 0857-72-8996
sanin-geopark@pref.tottori.jp 5 月 5 日（木）17:00 までにお申し込みください。
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ヨウラククラゲとミカドウミウシの漂着

祝 100 回

京都大学瀬戸臨海実験所北浜に、2016 年 1 月 17 日、大型のミカドウミウシが漂着した。
スケールをあいにく持っていなかったが、小生の長靴が 25cm なので、比較的大きい個体で
あることがわかるだろう。この日には外洋性の管クラゲであるヨウラククラゲも同時に漂着
した。折からの強風で、両種とも外洋から
吹き寄せられてきたのだろう。

ミカドウミウシはスパニッシュダンサ
ーと呼ばれているように、ひらひら・くね
くねとリズミカルに遊泳することができ
12

る。インターネットでもその様子がアップ
ロードされており、一般に人気があるよう
で、その動きがよくわかる。あちこちの水
族館でも飼育展示されることが稀にある。
本種は獰猛な肉食性で、他のウミウシ類を
捕らえて丸飲みするという。分布は広く、
インドから西太平洋に生息する。分布北限
に近い伊豆では、そのあたりに生息するウ
ミウシガイドブックによると、年 1 回ほど
の出現とある。北浜でも似たようなもので
ある。勿論、沖縄産のウミウシのガイドブ
ックなどにも掲載されている。「ミカド」
とは、姿形が立派なので、「帝」を当てられている。

写真 北浜に漂着したミカドウミウシ

一方、ヨウラククラゲも実験所の北浜ではその漂着数は限られている。冬季に限って吹き
寄せられて漂着するが、その頻度は少なく、年に数度あるかないかで、沖合いに普段はいる。
ヨウラククラゲはまるでガラス細工で、非常に脆く、すぐばらばらになる。このような群体
がいったいどのような一生を外洋
で送っているかは全く謎で、水族館
で飼育もされたことがない。漂着し
たものをすぐに水槽に移し、流水飼
育するのだが、長生きはしない。外
洋性のものはいたって飼育が難し
い。「ヨウラク」とは仏像の飾りの
「瓔珞」をイメージしたものらしい
が、これとは別に、揺れて落ちるこ
とを意味する「揺落」との和名の由
来もあると言う。瓔珞よりも揺落の
方がいいのかもしれないが、どちら
も一般になじみがない言葉である。
13
写真 北浜に漂着したヨウラククラゲ

下記「うみひるも編集部」まで、お気軽にご投稿ください。
hirumo@live.jp または

https://goo.gl/GjWIjL

6. 有明海と三陸の水辺から（32） 田中 克
有明海の固有種シラウオ 2 種
有明海には、日本ではこの海でしか見られない多くの生き物が生息していますが、アリア
ケヒメシラウオもその一種です（写真 1 上）。わが国に生息する 4 種のシラウオ類のなか
では、最も小型（体長 6cm 前後）で
あるとともに、終生淡水域（厳密に
は大きな河川の下流域に広がる感潮
域）で過ごす種です。独特のキュウ
リ臭のために食用とはされず、その
ことが本種の存続には幸いであった
ようですが、近年、陸と海の境界域
に当たる生息環境の著しい劣化によ
って、絶滅が著しく危惧される種と
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写真１ アリアケヒメシラウオ(上）
とアリアケシラウオ(下）

なっています。筑後川下流の感潮域
に人知れず“細々と”暮らす希少な
種と言えます。

有明海にはアリアケヒメシラウオ
とともにもう一種、同じく特産種で
あるアリアケシラウオ（写真 1 の下）
が生息しています。こちらは河口域
の汽水環境を生息域とし、アリアケ
ヒメシラウオとは分かれて分布しています。本種はシラウオ類では体長 15cm 前後と最も大
きく、かつては筑後川や熊本県の緑川の河口域で大量に漁獲され、市場に水揚げされていま
したが、今ではこちらも筑後川河口域に生息が限定される絶滅危惧種となっています。

アリアケヒメシラウオの産卵期は 4，5 月であり、筆者らが 1980 年から毎年春季に継続
している筑後川河口域における稚魚採集（写真 2）でも、熟卵を持った成魚が採集されます。
本種は砂地に粘着卵を少数（100 個前後）産み付けますが、筑後川の川床は近年泥化が進み、
砂地の場所が少なくなり、下流域に注ぐ支流の砂地が主な産卵場になっているようです。
1985 年以前には筑後大堰より上流まで広がっていた感潮域にも生息していたと推定されま
すが、設置後は遊泳力の微弱な種にとって急な流れの魚道を遡上することはできず、生息域
は大きく限定され、本種の生存基盤はますます厳しくなっていると言えます。

本種とアリアケシラウオの成魚の分布域は分かれていますが、実は産卵場所は後者も感潮
域であり、生まれたばかりの仔魚は同じように低塩分域に分布しています。産卵期はアリア
ケヒメシラウオが春季であるのに対して、アリアケシラウオの産卵期は秋季と別れますが、
同じような大きさ（体長 3mm 前後）の遊泳力のない仔魚の片方（アリアケヒメシラウオ）
は下流に流されずに産卵された場所の近辺に留まるのに対して、もう一方（アリアケシラウ
オ）はすぐに下流の汽水域に流れていくのがとても不思議です。

この点に興味を持った飯野浩太郎君（京都大学大学院農学研究科修士課程修了、現在富山
県水産海洋技術センター研究員）は、生まれた直後の仔魚の生理生態に違いがあると考え、
川に留まるアリアケヒメシラウオ仔魚は、流れの緩やかな（反流のあるような）岸辺よりに
分布することによって流下を防いでいるとの仮説を立て、フィールドでの採集を試みるとと
もに、そのような生態（行動）に関わると考えられる塩分に対する抵抗性を実験的に調べま
した。結果は、予想どおりであり、アリアケヒメシラウオの仔魚は流れの緩やかな場所で採
集され、塩分にもとても弱いことが分かりました。体長わずか 3mm 前後で極めて未熟な仔
魚でも、生き残りのための
多様な術を身に付けてい
ることに驚かされます。

写真２ 春季の筑後川下流
域における稚魚ネット採集
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7.絶滅危惧種ヒト科ヒト属ヒト（17）横濱康継

16 章 陸上植物がたどった緑への道
私が下田へ赴任したのは 1965 年の春でしたが、その頃までの日本で行われていた海藻に
ついての研究は、ノリ（アサクサノリの仲間）、コンブ、ワカメなどの養殖法か、各地方の
海岸に分布する海藻の種類を調べるという、分類学的なものに限られたままでした。海藻の
分類学の研究者は、深所に分布している海藻の種類や、それらの生育状態を知りたいと思っ
たはずですが、そのためには SCUBA 潜水という高度な技術が不可欠という事情があったの
です。
幸いにも、大学院博士課程修了直後から、伊豆下田の海辺に常駐し、海藻の研究だけを続
けられる身となった私は、同僚の職員と共にその技術を修得し、1970 年頃から潜水調査を
実施することが可能になりました。早速下田湾口に近い水深約 20 メートルの海底まで潜っ
たところ、紅藻のトサカノリと主に、ミル類が茂っている様子を観察することができたので
すが、意外なことに、磯の潮溜まりなどという浅所に生える緑藻アナアオサなどによく似た、
薄い膜状の海藻がかなり生育している、ということに気付いたのです。ただこの海藻の色は
アナアオサよりはるかに黒っぽく、ミル類の色によく似ていました。
この海藻を採集して持ち帰り、研究室で調べたところ、ヤブレグサという種で、アオサの
仲間としては例外的に深所に生育するという、貴重な存在であることがわかったのです。研
究室内の光の下でも、アナアオサは鮮緑色に見えますが、ヤブレグサは見事に黒っぽい海松
色です。しかしどちらの海藻もなめらかなビニールシート状なので、それぞれの一部を切り
取って、分光光度計という機械にかければ、太陽光の成分のどの部分をどれだけ吸収するか
を調べることができるはずです。そして実際に調べたところ、アナアオサがほとんど吸収で
きない緑色光をヤブレグサはかなり吸収できる、ということが判明しました。
そこで比較するための種数を増やし、アナアオサと同じような色を帯びて浅所に生えてい
る 5 種と、ミル類 3 種を含む海松色の緑藻 6 種を採集し、分光光度計に架けたところ、海
松色の 6 種だけが緑色光を効率よく吸収する、という事実が明らかとなりました。この段階
で、海松色の緑藻は、緑色光を効率よく吸収できるため、ほとんど緑色光しか届かないよう
な深所で暮らせる、という可能性が見えてきたのですが、それを確認するには、まだいくつ
かの実験をしなければならなかったのです。
その第一は、海松色の緑藻の体内にはどんな物質（色素）が存在して、緑色光をうまく吸
収しているのか、そして第二は、その物質によって吸収された緑色光のエネルギーが光合成
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に利用されるのかという、いずれもかなりの難問だったのです。しかし私は臨海実験所とい
う海辺のオアシスで酒場の亭主役を演じていたため、ここを訪れる先輩や権威者たちの好意
的な協力を受けることができたのです。そのおかげで最低 3～4 年は必要となる難題を、1
年足らずの間に解決してしまいました。
第一問の答えは「海松色の緑藻はカロテノイド（カロテンの仲間）の 1 種であるシフォナ
キサンチンという黄色の色素を含み、これが生きた細胞の葉緑体内で赤に近い色を帯びて、
緑色光を効率よく吸収する」となりました。ミルがシフォナキサンチンを含有していること
は、1951 年にヨーロッパの藻類学者によって発表されていたのですが、この色素が生体内
では赤に近い色を帯びて、緑色光を吸収する、と気付いた研究者は皆無のままだったのです。
第二問の答えは「シフォナキサンチンによって吸収された緑色光のエネルギーは、効率よ
く葉緑素（クロロフィル）に渡され、光合成に利用される」となりました。この実験のため
には、蛍光分光光度計という、当時では非常に高価な装置が必要だったのですが、やはり下
田のオアシスで親しくなった権威者の好意に甘えて、成功することになりました。
ところで、鮮緑色のアナアオサと海松色のミル類とを比較すると、アナアオサのほうが原
始的という印象を受けます。形態的にも、アナアオサは細胞が 2 層に並んだ膜状、という単
純さなのに対して、ミル類の構造は、はるかに複雑であると思えてしまいます。そしてミル
類が含んでいるシフォナキサンチンは、アナアオサや陸上植物の緑葉に含まれている、ルテ
インというカロテノイドが 2 段階の酸化を受けて生成する物質なので、シフォナキサンチン
の基になる物質（前駆物質）を含んでいるアナアオサのほうが原始的で、ミル類の祖先にあ
たるのではないか、と考えたくなります。けれども「地球環境の歴史」を参考にすると、話
は逆になるのです。
地球は今から 46 億年前に誕生したとされていますが、その直後の大気中には、酸素（O2）
はほとんど存在せず、逆に二酸化炭素（CO2）の量は現在の数千倍以上だったと考えられて
いるようです。そして約 40 億年前に最初の生物が誕生し、その 10 億年後、つまり約 30 億
年前に、酸素を発生するタイプの光合成を営む最初の生物として、藍藻と呼ばれる単細胞の
微小な藻が出現し、この仲間の藻類が営む光合成によって、大気中の CO2 は減り、逆に O2
が増え始めたのですが、O2 のごく一部が O3（オゾン）となって、オゾン層の形成が始まっ
たのです。その後、藍藻を体内に取り込んで同じタイプの光合成を営むようになった、多様
な微細藻が現れたために、大気中の酸素量は増加し、それに伴ってオゾン層の発達は加速し
たのです。
海中で増殖した藻類のほとんどは、単細胞の微細種だったのですが、それらの中から無数
の細胞で体をつくり、体の下端（仮根）を海底の岩面に張り付けて生長する多細胞種、つま
り海藻が生まれたのです。それらは祖先グループの違いから、緑藻類、褐藻類、紅藻類の 3
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群に分けられています。これら 3 群は、生活史や胞子の形そして含有色素の種類などで、互
いに異なる特徴を持っているのですが、褐藻類と紅藻類に属する海藻では、含まれる色素の
種類がグループ内で変わることはありません。しかし緑藻類に属する海藻は、カロテノイド
としてルテインを含むタイプとシフォナキサンチンを含むタイプとに分かれる、という特徴
があるのです。そしてルテインを含む種類が浅所でしか生きられないのに対して、シフォナ
キサンチンを含む種類は深所の緑色光下で生きられるということは、すでに記したとおりで
すが、浅所に生えてルテインを含むという特徴を持つアナアオサなどと陸上植物の特徴が完
全に一致するという、非常に興味ある事実も見つかったのです。
磯という海の浅所に生えているアナアオサなどと、陸上の路傍に生えるクローバーなどの
葉が、全く同じ種類の色素を含んでいるという事実は、浅所に生え、アナアオサなどと同じ
特徴を持っていた緑藻の 1 種が上陸して、陸上植物の祖先になったのではないか、という想
像を私たちに抱かせます。
陸上植物は今から 4 億 5 千万年前頃に出現し、その祖先となったのは海中の藻類だったと
言われてきました。海中で藍藻が約 30 億年前に出現したのに、その子孫にあたる植物の上
陸までに、25 億年以上もかかったことになりますが、その頃までは生物を殺してしまうほ
どに強い紫外線が陸上に届いていたためだと説明されています。現在では私たちを含む多く
の動物たちも陸上で暮らしていますが、これは上空で発達したオゾン層が、有害な紫外線を
ほとんど吸収してくれているためと言えます。しかし今から約 6 億年前までは、オゾン層が
かなり未発達だったため、生物を殺してしまうほどに強烈な紫外線が、水深 5～10 メート
ルの海中まで届いていたそうです。
つまり約 6 億年前までは、水深 5～10 メートルより浅い海底に、生物の生きる場が無か
ったことになります。そのため約 6 億年前までの海中に生きていた緑藻は、深所に届く緑色
光を充分に利用できる、海松色のタイプだけだったと言えますが、その後のオゾン層の発達
で、ようやく安全になった浅所の磯などに、アナアオサなどと同じ鮮緑色タイプの緑藻が住
み着いたと言えます。そしてアナアオサなどとクローバーなどの葉は、同じような鮮緑色を
帯び、含有する色素の種類も全く同じなので、陸上も安全になった 4 憶 5 千万年前頃に、ア
ナアオサなどと同じタイプの緑藻が上陸して、陸上植物に進化したのだろうと考えたくなり
ます。しかし最近の DNA 分析などを利用した研究によって、陸上植物の祖先となった海中
の植物は、単細胞の微細藻類に属していた、という説が有力になったのです。
現在の海中にも同じ仲間の微細藻類が暮らしていますが、それらは海藻の緑藻類に近縁で、
しかもシフォナキサンチンを含有する海松色タイプと、ルテインを含有する鮮緑色タイプと
に分かれているとのことです。おそらく約 6 億年前までは、海松色タイプだけが深度 5～10
メートルを超す海中で浮遊生活を営み、以後のオゾン層発達によって安全となった浅い海中
で、鮮緑色タイプが生活するようになったと考えられるのですが、鮮緑色タイプの微細藻は
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一旦陸上の淡水湖へ移り、そこで大型藻を含む車軸藻に進化し、それらの内の小型タイプの
種が陸へ進出して、コケ類に進化したそうです。
海松色の微細藻から生まれた鮮緑色タイプの微細藻が、陸上植物の祖先になった、という
わけです。このような陸上植物を誕生させた「緑への道」は、植物プランクトンを採集して、
顕微鏡で観察するという方法でも追えますが、肉眼で見える緑藻の海松色タイプと鮮緑色タ
イプとを比較し、それらに含有されている色素と、クローバーの葉などに含有されている色
素を比較するほうが、はるかに現実的で理解しやすいと言えるでしょう。私たちは毎日眺め
ている緑色植物の存在に疑問を抱かなくなってしまいましたが、それらの祖先は、海中にお
ける異端的な緑色の微細藻類であり、しかもその誕生の条件は、海中の植物たちの力による
オゾン層の発達にあったのです。（つづく）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------次号からの新連載
（乞うご期待）

誤ったアカウミガメの保護
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By 田中雄二
著者紹介

田中雄二（たなか ゆうじ）
NPO 法人「表浜ネットワーク」理事長。愛知県豊橋市在住。豊橋市の太平洋岸表浜で、ご夫人の
田中美奈子さんとともに「表浜まるごと博物館」を運営。絶滅危惧種に指定されている表浜のア
カウミガメの調査と保護、および砂浜の調査、保全に尽力。とくに砂浜に設置されているコンクリ
ートブロックにより産卵できなかったアカウミガメ事例が多いことから、ウミガメの為の砂浜の保全再生に
取り組んでいる。また、これまで行われてきたアカウミガメの保護活動の問題点を本質的に鋭く指摘している。

8．事務局便り


「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思われる方は、事
務局までご連絡ください。



このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくため
に転送をお願いします。ただし、写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。



企画案などその他なんでも本会の活動に関することは、事務局あてにお寄せください。



本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝い
できる方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ご一緒に講演会や観察会を
したいと思われる団体からも提案をお受けします。



本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ口座「ゆうちょ銀行
６６７３０２１

口座番号：１０６１０－

海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金される場合は、送金の内容

について事務局にお知らせください。


うみひるもの表紙を飾る海の生き物の写真を募集しています。種名同定済みの写真ですと、大変助
かります。海にお出かけの際には、カメラご持参で。そして、ベストショットが撮れたら、是非、
うみひるも編集部までお送りください！

9．編集後記
子どもたちの春休みに、親類のいる伊予大島と友人のいる小豆島に行ってきました。小豆島の海岸では、カニ
や巻き貝、ヤドカリをたくさん見つけました。海水に足をひたすと、まだ冬の名残で冷たかったです。次々と大波
が打ち寄せる太平洋に親しんだ子には、湖のように静かな瀬戸内海は、とても新鮮だったようです。瀬戸大橋が
でき、人工護岸が増え、ここ数十年で変わってしまった部分もあるけれど、ぽこぽこと丸い島影が浮かぶ眺めや、
穏やかな波、その箱庭のような魅力は昔と変わりません。村上海賊の要塞「能島」の桜も見事でした。（ちよ）
熊本大地震が起こった。被災した人々に心からお見舞いを申し上げたい。予想しなかった場所での大地震！。
いまの日本列島には安全な場所などないことが実感された。熊本の断層帯が川内原発に続いている。こんな事
態でも川内原発は稼働を続けているという。その神経には驚くばかり。
今日から、辺野古へ土砂を送らない運動をしている人々といっしょに沖縄へ行き、辺野古の基地建設に反対し
ている人々との交流会に参加する予定です。もう梅雨入り間近の沖縄、新緑が雨に濡れる「うりずん」の沖縄も
楽しみたいものです。その後は、北海道行きの予定もあり「うみひるも」の次号は 5 月 16 日になります。みなさん
の大型連休はどのようなものになるのでしょうか。ぜひ海へも出かけて欲しいと思います。（宏）
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海の生き物を守るためになにかしたい
というあなたに

会員募集中
ボランティアも大募集

会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。年会費は個人 2、000 円、団体 20、000 円。
匿名による参加も可能。会員は、各地で海の生物とその環境を保護・保全する活動を行い、その
ための助成金申請をすることができます。入会希望の方は、事務局まで、氏名、住所、メールア
ドレスをお知らせください。
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